
平成 30 年度 第２回学校関係者評価委員会 

 

日 時：平成 31 年４月 19 日（金）20：00～20：50 

場 所：長崎医療技術専門学校 会議室 

出席者：長尾 博，松本逸郎，岩下真澄，有福浩二 

    分部哲秋，韋 傳春，岩永隆之，荒木一博，杉町尚美，早野和之 

欠席者：大坪 健 

座 長：韋 

 

韋 ）委員長は引き続き長尾先生にお願いしたいと思います．宜しくお願いします． 

それでは，平成 30 年度学校自己評価結果について、岩永より説明いたします． 

岩永）「自己点検・自己評価(別紙資料)」について、それぞれの項目は前々回から変更となっており、そ

れぞれの平均点を昨年と比較した形で出しています。韋を抜いた数で集計しました。枠内が本年

度、枠外が昨年度です。右下に(1)から(10)の項目分類の平均を比較する形で載せております。 

   傾向でみますと、(1)教育理念・目的、(2)学校運営、(3)教育活動、(4)学修成果、(5)学生支援、(6)

教育環境はほぼ変更なく、先生方の教育に力を入れるという意識は例年と変わりなく頑張って来

たということかと思います。反面、(7)学生の受け入れ募集、(8)財務、(9)法令遵守、(10)社会貢

献・地域貢献については上がっており、特に(7)については 0.6 ポイント上がっています。これは

学生数の減少を受け、学生募集等に対する先生方の意識が上がって、点数も上がったのではないか

と想定されます。平成 31 年度の入学者数はかなりＶ字の動きを見せたのではないかと考えます。 

    以上、簡単ではありますが自己点検・自己評価の報告とさせていただきます。 

永尾）今年学生数が増えた大きな要因は何と考えますか。 

分部）平成 30 年度より、他の専門学校で広報を担当していた者へと広報担当者が交代した。前任地で長

崎・佐賀などの進路指導部教諭と面識があったことで、本校のアピールも受け入れてもらえたので

はないでしょうか。 

永尾）問題は今後も続くかどうかということで、もう少し吟味しないと、他にも効果があったのかもしれ

ないですね。 

分部）閉鎖されていた寮を、学生アパートとして離島や県外の人を入居させることにした。 

永尾）現実に入居していますか？ 

韋 ）2019 年度は 15 名入居しました。 

永尾）そういう場所があるということは大きいですね。 

韋 ）それと理学療法学科は、教育訓練給付金の認可が取れたので、社会人が授業料の減免につながる人

が 2 名出ました。問い合わせも多く、来年度に向けて動いていらっしゃる方もいるようです。作

業療法学科が取れるとよいのですが、条件がそろわない状況です。 

永尾）作業療法学科は、他の学校に比較して少ないのはなぜですか？ 

分部）国家試験合格率も関係しているかもしれませんが、大村の学校の方から充足している状況です。

色々な仕掛けがあるのかもしれませんが。 

永尾）打開できる策はないものでしょうか。やられっぱなしというのもどうかと思います。 



分部）諫早あたりの人をどっちで採るかということになるが、例えば交通費を全額負担するというよう

なことしかない。 

韋 ）学生アパートを開始したのも、大村エリアの学生を本校にという意味合いもありました。現実に来

た学生も居るが、まだ他校にダメージを与える状況ではないのが現状です。 

永尾）オリジナルな方法を考えなければ、あまり敵対意識を持っても難しいと思います。 

分部）いい教育をすることが大切と思います。 

松本）作業療法の方は、人間相手で仕事の範囲が割と広いために、ピンとこないのかもしれない。理学療

法のほうが大体わかるというイメージがある。 

荒木）確かに、イメージが湧かない、仕事の内容がよく分からないというところがある。そこで 3 月に行

ったオープンキャンパスでは、近くの長崎リハビリテーション病院にて現場の仕事の内容を見学

してもらう形式を初めて行った。すると、少しイメージがついたという感想もあり、理学療法学科

志望の学生を作業療法学科に少しでも取り込めないかと思っている。 

岩下）いい計画ですね。 

松本）現場を見せるということですね。 

荒木）あと、漫画で描かれた冊子などを無料で配布するなども行っている。 

松本）漫画の冊子というのは、作業療法士はこういうことをやっていますというものをどなたかが作っ

てくれたんですね。 

荒木）全国の療法士会などが作ったものがあります。少しでもイメージを持ってくれないかと思い配っ

ています。 

松本）そういったところで理解を深めておかないと、イメージが違っていたなどで辞めてしまうことに

つながってしまう。だから入る前にきちんと理解しておくことが非常に大事ですよ。 

岩下）ゴールのイメージがみえてないとですね。 

分部）全国的な傾向ではあるそうなんですね。 

松本）理学療法士よりは作業療法士の方が人気あるということですね。 

岩下）必要なんですよね。 

荒木）そう言われているけど、まだ負けている状況です。 

韋 ）求人は作業療法士のほうがどちらかと多く、引く手あまたの状態です。 

松本）そういう現場が増えているんですよね。 

有福）自分は理学療法士だが、作業療法士を勧めることが多い。これから先を考えると作業療法士のほう

が就職先も多いなどの要因がある。 

永尾）リハビリテーションというのは社会復帰を目的としていて、とても難しいものですよね。 

   活水大学では、食生活健康学科（管理栄養士）がたくさん入学した。これは国家試験合格率が 100％

だったのもあって来たようである。だから、作業療法学科も相当鍛えたら国家試験合格率が上がる

のか、逆にダウンして残れなくなるのかは、僕はわからない。だけど、鍛えることで合格率が上が

ったということがあれば噂を聞いてくる人も多くなるかもしれない。やはり、資格試験に通るから

来るというのは間違いないですね。数年前までを見ていると、ある程度乗せればやる学生もいます

よね。 

荒木）現行上がってきて、国家試験は大丈夫かなと思っていたが、意外と問題のほうが難しく、合格率が



低かった。 

永尾）ただ、ここは逆手にとって、問題作成者の方に賞味して、傾向と対策をしていかなければ。 

   出題傾向だけではダメではないか。どんなところをメインで狙ってくるかというところまで見て

いかなければ。 

荒木）母数が少ないため、1 名でも落ちるとその比率が大きくなるので、そういった所でもジレンマがお

きています。 

永尾）入口のところと通った後の合格率の 2 つで魅力を作っていくしかない。世間の評判など。 

   定員増が大事ですからね。 

岩下）合格率だけ見ても、合格者数だけ見ても、ニーズは変わらないということですね。 

荒木）数のマジックと言いますか。 

松本）国試対策は、一緒にやっているんでしょ。国試対策は、割と授業しにくいですよね。 

荒木）今年は割と集めて補習したり、19 時まで残して学習させたりなど、力を入れて取り組みました。   

ボーダーの層が割と厚かったのかと感じます。あと 1・2 点の差で勝敗が分かれた感じがします。 

岩永）国家試験の合格率のところを見ていただくと、出願者数と受験者数が一緒というのは、いわゆる学

生の可能性に賭けたということです。国家試験の合格率を上げるには、合格の可能性が確実なもの

だけ出せばということです。作業療法学科も 2 名ほど卒業さなければ合格率も高くなるが、一般

の方はそこまで見ないでしょうから。長崎リハ学院では、作業療法学科 2 名、理学療法学科 7 名

を卒業させずにこの合格率になってます。 

永尾）数字の魔術はあるよね。出し方によって違ってくる。どんな風に公表するかとか。 

韋 ）最近のデータは、結構インターネット上に出るので、高等学校の先生も見ている。 

分部）ちゃんと正直にやっているという評価は受けている。 

永尾）数字だけ見たら断トツでしょ。普通常識でみるとここだけしか来ないと思うんだけど、それでも大

村が勝っているというのは気になるところでもある。 

韋 ）既卒者に関しては、学校でプログラムを設けて参加を認め、一緒に受けさせているが、それに乗っ

てこないものが半数近くいる現状です。 

早野）9 名中４名しか学校に来ていない。1 名は国試塾に通っており国家試験には合格した。 

韋 ）真面目に取り組んでいるのであれば、学校に来なくても良いとは思うが、それ以外の者は身が入っ

ていない状況である。 

永尾）最初から難しい人たちだったのではないかと推測します。 

   他校とも共通する模擬試験で、だいたい何人ぐらい通るかわかるでしょう。 

松本）2 種類くらい受けているでしょう。 

韋 ）本校は 3 種類受けている。 

松本）合計 6～7 回受けているということですね。 

岩永）過去の模擬試験やオリジナル問題などを含めると、数千問を解くことになる。 

松本）ということは、模擬試験の数が問題ではなく、トレーニングというか中間のモチベーションを引き

出してくるというか、中身の問題でしょう。やる気をどうやって引き出すか。 

岩永）確かにスイッチが入るのが遅い学生が一握りいる。 

岩下）なんで遅いんでしょうかね。現実味がなくてでしょうか。 



岩永）なんで遅いんでしょう。 

分部）9 月下旬まで臨床実習があるんでしたかね。 

荒木）9 月初旬までですね。 

岩永）模擬試験で点数が低くてもショックを受けないんですよ。後でどうにかなると思っているんです

かね。 

岩下）失敗した人たちの感想を書いてきてもらう。「ああしとけばよかった」という。 

長尾）一長一短だね。次のやる気が起こるようにせんといかん。 

早野）何人かの学生は、先輩たちが「最初こうだったけど合格した」という最初に点数が低かったけど合

格できた話を聞いている。そのため、最初低くても後で伸びるんだという変な確信を持ってしまう

学生も中にはいる。 

松本）今年落ちた人はどうするんですか。 

杉町）毎年行っている既卒者プログラムがあり、今年も計画している。5 月から平日に週 1 回くらい登校

させるようにしている。 

松本）仕事はしていないんですね。 

杉町）アルバイトをしているようではあるが、極力登校するように指導はしている。 

松本）そうですね、そこのところがポイントですね。ある程度学校に来て意識を保っておくと、まあ可能

性は高くなると思うが、糸が切れてしまったら難しいですね。 

荒木）コントロールできなくなりますよね。 

松本）くれぐれもそこのところを言っておかないとですね。 

長尾）有料なんでしょう。 

韋 ）無料でしています。 

長尾）タダというのは、危ないんですよ。千円でも五百円でも形だけも取った方がやる気出ますよ。 

分部）模試代は。 

早野）模試代は実費で取っている。 

分部）タダじゃないよね。 

韋 ）業者模擬試験料はいるが、学校の授業を受けるのはタダです。 

長尾）それだとどうかなという気がする。やはり形だけでも取った方がいい気がする。心理的にね。 

松本）ひょっとしたらここに呼んでやっているということが、今の 3 年生へのアピールになるかもしれ

ませんね。 

長尾）あんまりそれをやったら、また浪人してもいいかなとなるかもしれませんね。あくまでサービスで

しょ。現役合格が理想であって。 

韋 ）そのほかのところでもご意見はないでしょうか。 

長尾）毎回同じような所で、職員の研修とかですね。情報システム化等による業務の効率化があまり進ん

でいないのはどうしてなんですか。 

韋 ）書類が多いというのがですね。 

長尾）事務員がするわけではないんですか。 

韋 ）職員もするものがあります。事務員が増えて少しはやってくれる部分は増えたとは思いますが、ま

だ多くて。 



長尾）無駄なことは捨てて、やることだけとかにしないと。これは永遠に仕事が増えるかも。 

韋 ）本部の方に電子化とかをお願いして、取り組むという話は聞いている。 

長尾）研修費は申請しているのか。 

韋 ）そうですね。 

長尾）使わないといけないね。 

よく分からないんだけれども「関連分野における業界との連携による卒後の再教育プログラム」と

いうのは、どういう意味なんですかね。卒業した後、さらに勉強のプログラムはあまりしてないと

いうことですか。 

岩永）システム自体が、我々の職業団体として生涯学習部などがあって、県の理学療法士会では本校教員

が部員をしている。我々の職業団体として、卒業すると県の理学療法士会・作業療法士会のシステ

ムの中で、ゆだねられながら育つということになる。何かあるときは相談しながら取り組むのだ

が、再教育の制度を学校がしているかというと、再教育の制度はないという意味で点数が低いので

はないか。 

長尾）当然そのようなことになるのではないか。そこまで学校がするというほど余裕はないのではない

か。 

岩永）現実的には無理だと思う。 

長尾）問題そのものが難しいのではないか。 

岩永）この項目自体が当初の職業実践専門課程の見本になるもので、例えば、リタイアして調理師免許を

持っているんだけどもそちらに向かうとか、自動車教習所のペーパードライバー講習制度的な所

の意味合いもあるのかなと思ってみてはいたんですけど。 

長尾）そこはやはり余裕がね。これは低いのが当たり前ですね。 

分部）これは入っとかないといけないんでしょ。 

岩永）項目としてですか。 

韋 ）例としてあるので 

長尾）食い違ってもいいということですね。 

   あとはお金のことでしょうね。給料とか。私の言う事ではないんでしょうが。 

韋 ）学生が増えてこないと、一年単年だけでは難しいかと思います。 

   全体的には元気になった気がします。 

長尾）上がってますよね。 

松本）国家試験の合格率を上げることにしっかり力を入れるとですね。一年間頑張って今年の卒業生を。 

韋 ）カリキュラムもそちらに特化するような感じにしてもいいかなと思う。本校はいろんなことにバ

ランスよく育てようとしすぎている気もする。研究や発表とか、国家試験もしなくちゃならない

し、結構忙しいので、3 年間という機関ではもう少し絞ったカリキュラムを作っていく必要もある

かなと思う。 

松本）そこがだんだんと上がってくると、全体的には回って行くのではないかと思う。 

   作業療法だけでなく、油断していると理学療法も落ち込んでしまうといけないから。 

長尾）ニーズ、いわゆる職種は減ってはいないんですかね、理学療法は。頭打ちというのは必ずライセン

スの中で起きる。就職してしまったらポストがないとか。先を考えて学生募集の人数を削っている



学校もありますね。医療関係はしばらくあるみたいですね。 

岩永）20 年後に需要が残る職種というので、一位が看護師と理学療法士、次に作業療法士というのがあ

り、AI の関係で厳しい職種が出ていた。 

長尾）外国人や少子化とのバランスだね。子どもは減っても、職種はある。そこをどうするか。社会人暮

秋とか。 

松本）高齢者はどんどん増えて行って、いろんな問題で壊れた人格も小さな子供から大人まで含めて増

えて行く。そこを相手にするところは残っていくだろう。 

荒木）作業療法士は刑務所とかにも職域が広がってきている。入所者の高齢化も問題になってきている

し、社会復帰プログラムも課題になってきている。 

長尾）公務員でしょ。 

荒木）そうでしょうね、長崎の刑務所に配置されてますね。 

長尾）形はしっかりしていますね。 

松本）高齢者の再犯率というのも結構高いですよね。。割と軽い犯罪で。 

荒木）職域の広がりなどまだあっているので、需要はある。 

長尾）長崎の看護に外国人を入れるという話をしていますね。作業療法や理学療法も、場合によっては外

国人をということもあり得るんではないだろうか。 

分部）介護ではなく看護ですか。 

長尾）看護を先に言っている。人数は決まっているそうで、プールして配属するみたいです。だから作業

療法・理学療法も、場合によっては少子化により外国人暮秋ということもあり得る。 

韋 ）理学療法では、産業理学療法とか工業系の会社のなかにいたりして、腰痛予防、メタボ予防などを

行い、生産率を上げる取り組みをしているようで、長崎にはいないようだが、福岡には存在する。 

岩永）企業に所属するシューズ関係やフィットネス関係とかの派遣事務所などを持っているところに所

属していたり、開業するケースもある。 

韋 ）開業が多いですね。 

岩永）開業したら理学療法ではなくなる。保険等を含め名称が使えなくなる。おそらくマッサージなどの

名称しか使えなくなる。 

長尾）臨床心理士もそうですよ。今の段階、公認心理師の国家試験があったが、点数化はまだはっきりし

ない。心理テストでも、Y-G テストで 500 円くらいだし、保険だけではお金が入らないし、医者

としては心理士を雇うと損になる。だからこれからの日本の社会は変わってくるでしょう。 

   ニーズはあるということですね。 

韋 ）他にはありませんでしょうか。 

松本）ひと頃、卒業生であったり有名になったエキスパートを呼んで講演会を行っていましたが、今はや

っていないんでしょうか。創立記念日に聞きに来たことがあったが。 

韋 ）学園のですかね。 

分部）医師の方ですかね。旭川の。 

松本）モチベーションをどうやってあげていくかの内容でしたね。スポーツドクターですか。 

   作業療法士のモチベーションを上げる方法は何かないですかね。 

韋 ）メディアとかで取り上げられると、学生はすぐに刺激されるんですけど。なかなかドラマとかには



看護ばかりがなる。 

荒木）今あっているのは臨床検査技師ですね。 

韋 ）リハビリとかドラマのテーマになりやすいような気がするんですけどね。 

荒木）あっても理学ですね。 

早野）過去に作業療法士がドラマに出た時は、翌年に入学した数が多かった。ドラマの影響は大きいです

ね。 

韋 ）看護とかのドラマがあっているが、何か違う力が働いているんではないかとも感じる。看護も入学

者とか減っているという話題もありますし、何か団体の力が働いているのではと。 

分部）スポンサーになっているとか。 

韋 ）かもしれないですね。 

岩永）華やかな所はすぐマネするんですが、肝心のコツコツというかそこはすぐ折れる。 

韋 ）景気がいいと国家資格の人気は低迷して、オリンピックが終わったら怪しいよと言いだすと少し

ずつ寄ってきたりと、なんか怪しいですね。 

分部）医療系は不況の時のほうがいいというか、堅いということですかね。 

松本）くいっぱぐれがない。 

長尾）公務員と一緒。 

分部）美容学校は華やかというけど、一クラス 80 人を 40 人にしたと校長が言っていた。日本でも有名

な人が何人か出ていてすごいと言っていたが。 

韋 ）華やかで福岡だと集まる。華やかだけだと、長崎では。東京都下大都市に流れてしまって。 

岩永）日本一和解で台が減っている県ですから。 

韋 ）会場形式のガイダンスに行っても、明らかに福岡の学校が同じ職種でも多い。 

長尾）逆に年とっても生きていける。長崎は年をとっても生きていけるけど、若い人は生きていけません

よ。 

松本）先ほど言われていた教育訓練者を受け入れるというのは、リタイアをした人というか、どのような

人。 

岩永）訓練給付金の事ですね。文部科学省の制度で、なかなか富順が厳しく、国家試験の合格率や卒業率

などのハードルがあります。本人が 2 年以上就労し、雇用保険に入っていれば受けれるものです。 

松本）職業訓練校というかポリテクセンターみたいなものですか。 

岩永）だから人によって受けれる金額が違います。就労時の処遇に応じてということです。でも最大で行

くと本人の負担はほとんどいらないことになります。 

韋 ）生活費みたいな感じで、給与支給形式で 400 万円くらい貰える。 

松本）じゃあ、3 年間ほとんどただみたいな感じになるんですね。 

岩永）もちろん前の処遇が影響してきますが。 

松本）それが該当するかどうかわからないけど、一度大学を出た人が結構入学しているが、おおよそレベ

ルが高くてモチベーションもあって、そういう人が頑張っているところは、その周囲を含めて割と

底上げができているのではないか。年齢が上で、面倒見もいいみたいだから。 

岩永）やはり年長者が頑張っているクラスは、やはりいい官位を受ける。 

松本）質問にもよく来るんですよね。 



岩永）逆に年長者がちょっとという場合は、元気ではないクラスというか。ただ最後に伸びてくるのは現

役生です。 

長尾）若いからね。 

松本）必ずしも一度どこかで進路変更した人たちがウェルカムという状態にはならないということです

ね。医療系はどこかに勤めていて変わってきた人が結構多いですよね。 

荒木）熱心な人が来られますよ。目標を持ってこられますから。 

分部）中退はできんね。全部がというわけではないけど。 

韋 ）意見が出尽くしたようですので、長尾先生より総評をお願いいたします。 

長尾）中心的には今の作業療法士にフォーカスしましたが、やはりいかにして学生を入れるか、経営上の

問題から、全体的に昨年よりも上がっているというところで非常に良かったんではないかと、私は

総評としてそんなところを感じました。 

韋 ）これを持ちまして第２回学校関係者評価委員会を閉会させていただきます。 

 

次回の学校関係者評価委員会は、令和元年 11 月 1 日（金）を予定する。 

 

 


